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平成２４年２月～２４年５月 

         （順不同。用字については原文のままとします。） 

  

１． ３/２４～２６♥ きたのは、はじめてだった

けどバイキングや、よるごはんはおいしかったし、お

んせんもきもちよかったです。センキュー！ またき

たい！♡ ハッピー♡ しあわせ～！☆ 

２． ３月１０日（土）雪 今日はスキーをしまし

た↗４人家族が２組と、３人家族が１組の計１１人で

行きました！ 午前中は晴れていて、すごく気持ちよかったです。たくさんすべってこ

ろんで楽しかったです。午後は、雪がすごくてあまり気持ちはよくありませんでしたが、

せっかくなのでたくさんすべりました。２年ぶりのスキーで、初めは少しこわかったけ

ど、すべっているうちになれてきて楽しくなりました。雪が朝ふっていたので、雪がや

わらかく、すべりやすかったです。(^’^)↗↗  スキーだけでなく、そり遊びもしまし

た！ バイクみたいな形のそりもあり、それはバランスをとるのがすごく難しかったで

す。なんかいもずっこけて、ヒックリ返って楽しかったです。スピードを出しすぎてこ

ろがっているあいだに、そりだけ行ってしまいました。（笑） いそいで追いかけまし

た（笑）（おいつけなかった） すごく楽しいスキー場なので、みなさんも機会があれ

ば行ってみてください！！ この部屋の前のろうかでずっこけましたぁー（笑） みな

さんも気をつけてください！（ちなみに私は、うでと足に大きなアザが…）ｂｙ小６女

子のおっちょこちょい でした！ 

３． ２月１９日 日曜日 今日は１泊２日でした。わたしはそりをしました。冬にはたぶん

かめむしがでなかったのでよかったです。冬はめちゃくちゃさむいので気をつけて！！ 

４． ２/１８・１９ 今日は１泊２日でした。わたしはそりとスキーをやりました。夜ほし

がきれいでした。またきたいです。 

５． ３月１０日（土） 雪 今日はサンメドウズ清里スキー場に行きました。友だちと行き

ました。今日は雪だったから、いっぱいはすべれませんでした。せっかく楽しいはずの
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スキーが… 晴れがよかったです。 次はこれるのかが分かりません。またきたいです。

雪はさらさらしてて、転んでもあまりいたくありませんでした。でも昼ご飯を食べ終わ

ってスキーをしたら雪がかたくなっていました。転んでしまって、けっこういたかった

です。でも楽しいので、がんばりました。次にそりをしました。おもしろいソリがいっ

ぱいありました。上にのぼる時は、エスカレーターでいきました（上に）。すべってま

た転びました。でも楽しかったです。うさぎのすべりだいもありました。それは、つる

つるしていてすべってしまします。なわがあるので、そのなわをつかってのぼりました。

のぼれました。次にタイヤみたいのにのって、くるくるくるくる回転します。それが大

好きです。ひっぱってくれるのでらくです。楽しかったです。また友だちと行きたいで

す。 ♡さよおなら♡ 小４女子のアホでした。 2012．ＦＨ Ｐrojectより 

６． ３．１７（土）１８（日） やっとのスキー。 今日はホテルに着くのがやっとでした。

あしたはすっごく楽しい1日にしたいなと思いました。バイキングや部屋のお茶とおか

しもすごくおいしかったです。 

７． ３/１７（土） もうすぐ中1の私 女の子です♡  楽しーよー♡ ほかの人も書いて

ほしいです♡ 

８． ３/１７（土） 今日は土・日と泊まっていきます♡ ウフ♡ スキーをやりました☆ 

今日はくもりです。雨…。(;_;)  でも、すごく楽しいでーす☆ 

９． 2月23日（金） 1泊2日で御利用させていただきました。キレイなお部屋と、おいし

い食事でとても良い思い出ができました。ありがとうございました。 

１０． 3月24日（土）25日（日） （土）にスキーに行きました。スキーはとても楽しか

ったです。そのあと、大成荘に来ました。夜は茶わん蒸しやさしみがでて、とてもおい

しかったです。朝はバイキングでパン・ごはん・やさいなどいろいろありました。あっ

という間の1泊2日でしたが、お世話になりました。楽しいのでみなさん来てくださ

い！ 

１１． 3月25日（日）26日（月）今日はみくの４才のＢ．Ｄ ２８日はだいきのＢ．Ｄ

（４月から小学生） あー楽しかった。バイキングおいしかったです。 

１２． （２０１２）（３）月（２９）日（木） きょう、わたしは春休みなので大成荘に行

きました。たいせいそうは、ひさしぶりなのでちょっとわすれちゃいました。でも、た

いせいそうにいたら思い出しました。今日楽しかったのは、いっぱいあります。一つ目

は、タッキュウです。かぞくでやりました。たいせいそうにきたのは「５かいめ」です。
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ごはんも、おいしかったです。にいがたけんとかよりも、おいしかったです。また、た

いせいそうにいきたいです。 

１３． ２０１２→３→２９ 今日は家族４人で大成荘に来ました♡ 天気が心配だったけど

☀で良かったぁ！！子供達はちょー汗だく。 今回の旅行のスケジュールは２９日→清

里周辺で行った事ないトコに行ってみる！という事で、ハイジの村へ行ってみたい！！

予想してたよりも家族みんなで楽しめた(^o^) スタンプラリーをやったり、アスレチ

ックやったり♡ ㉞私 才も、子供と一緒に遊びまくったぁー！パパは運転の疲れもあるの

か、軽くブルーだったけど何気に楽しんでたよー。ハイジの村へ別れを告げ、そのあと

は明日（３０日）に行くサンメドウズ（←言いにくい～）の下見会♡♡ 道路・駐車場に

雪はなし！！やったぁー。スノボー出来るじゃーん☆ てか、うちの車、雪があったら

絶対無理なのさっ。小学２年の娘もスノボ出来るってちょーはりきってまーす♡ ３０

日の天気も☼だったし♡もしかしたら 後のスノボかもしんないから楽しんでくるわぁ♡ 

てか、明日３月３０日はパパのBirthDay♡♡ 祝３？才でーす♡パチパチ♡♡ ま、そんな

こんなでおやすみなさい！！  やっぱ大成荘はいいわあー♡ きれいだし、ごはんお

いしいし、安いし、子どもたちも楽しんでるし！！久々に一般棟の予約が取れたの！布

団もやってくれてありがたいです。また来ますね♡ 

１４． ４月１日 今日は初めて家族で大成荘に来ました！思ったよりもお部屋がきれいで

した。夜ご飯もバイキングではなかったけど、おさしみなどがすごくおいしかったです。

多目的室でたっきゅうをやりました。たっきゅうは久しぶりにやったので楽しかったで

す。明日は温泉＆プールや、滝沢牧場に行きます。楽しみでーす。５年生になったら、

５年生のみんなといどう教室でまた来まーす！！ 

１５． ２０１２．３月２７日 日野市在住４７年、息子がボーイスカウト活動の時から大

成荘にはお世話になっています。本日は老夫婦、嫁と娘の子供達（孫３人）と参りまし

た。いつものように親切なスタッフの皆様に迎えられお風呂と美味しいお食事、きれい

なお部屋。満足々々、お布団に入ったところです。新緑の頃、家族で又来たいと話しま

した。 散歩していたら鹿２匹にあい、孫大喜びでした。 （日野市在住Ｙ．Ｆ．Ｋ．

ＭＳＨ様） 

１６． ３/２６（月） ぼく、大成荘に来るのは２回目です。大成荘の楽しい所は、第１は

卓球です。第２はとてもきもちいいおふろ。第３はおいしいごはんです。おふろはおち

つくし、リラックスができる木のかべなのでとてもいいと思います。ごはんは、朝バイ
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キングなのでいいと思いました。１泊２日楽しかったです。ありがとうございました。

大成荘の方々ほんとうにありがとうございました。 （日野市立日野第六小学校四年飛

田一星 様） 

１７． ４/２（月） 私は、大成荘にはかぞえきれないくらいきています。どんなに楽しい

所に行っても大成荘がきになってしまいます。まだかなまだかなと、どこへ行っても思

ってしまいます。そんなに楽しみにするくらいの大成荘は私の中で一番の旅館です。五

年生になったら学校のみんなときます。それもたのしみです。 （日野市立じゅんとく

小学校 岩井海音 様） 

１８． わたしは今日たのしみにしていました。うまにのったりハイジの村にいったりしま

した。とてもたのしかったです。 

１９． ４/３ 大成荘くるまでに何回も道にまよった。長かった。 ｂｙ 北嶋 滉斗 様 

２０． ４/６．７．８と２泊３日で来ました。（初めてです） 一泊目は私達だけでしたの

で少し淋しかったです。次の日は他の家族連れの方が見えたので良かった。朝のバイキ

ングは品数も豊富で選ぶのに苦労しました。写真を撮りに来たので、季節ごとか、月ご

とに来られるといいなと思いました。フロントで予約状況をみて行こうと思います。 

２１． ２０１２年３月１０日 ３．１０と３．１１に大成荘に来ました。Ｓ．Ｏで～す。

３月１０日は…サンメドウズというスキー場でスキーをやりました。始めは、スクール

に入ってやったヨ。サンメドウズもいいよ～！！ぜひみんなきてね(^o^) ３月１１日

は…明日なので分かりましぇ～ん(>_<) でもやっぱり大成荘さいこ～！！Saki♡ 

２２． 2012 3 18（日）初めて大成荘に来ましたー！！ 高校生なので、小さい子ばかり

だな、と思ったけれど、卓球やバドミントンをして、とても楽しかったです♡ ご飯も

たくさんで、全部おいしかったです(#^.^#) 今度は夏などに来たいです！michiko.K 

２３． 2012.3.31～4.1 今回で約20回目。 なので、行くところもほとんど同じ。そのし

ょうかい。  ハイジの村…広いハイジの村をはじからはじまで歩きます。スタンプを

すべてあつめるとごうかしょう品が…？  きよ里ポニー牧場…乗馬はもちろん、ポニ

ー・やぎなどの動物たちとふれあうことができます。えさもあげることができ、にんじ

ん１ふくろ、なんと￥１００！などなど…  ☆大成荘でなおしてほしいところ…まく

らが大きくてねづらい。  夏にまた来たいと思います。 

２４． ３/１０．３/１１ 今日はサンメドウズスキー場でスキ～♡ 2回目だけれど、けっ

こうすべれた( ^)o(^ ) 大成荘たのし～。でも、頭いたいよ～(T_T) 大成荘センキュ
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ー。 Sakiでした。（小野 花夏 様） 

２５． きょうスキーじょうにいったらスキーはしなかったけど、そりとかやりました。ま

たやりたいです。 

２６． ２０１２年３月２４日 今日スキーに行きました。ここの人は（山梨の人）は、子

供でも上手な人がたくさん！ だけど僕よりは下手…（爆笑） 八千穂高原スキー場は

面白いです。だけど遠いです。 

２７． ワー！だっチュ♡ 今日はナント３回目の大成荘！超ハッピィー！ 大成荘の良い所

…おふろが気持ちいい♡ スキー場が近い！ せつびが 高！ ごはんが美味しい(^_^) た

もくてき室でいろんな遊びが出来る！ せんたく室でせんたくが出来る♡ とにかく楽し

い。うれしい。 高だー。ぜったいにまた来た方が良いと思います☆ 私は２泊しまし

た！楽し過ぎ☆ 

２８． 平成２４年３月１８日（日） ぼくが楽しかったことは「多目的室」でやった卓球

です。お姉ちゃんが強かったからいろいろおしえてもらえました。２日間だけだけど、

とっても楽しかったです。 サントリー天然水１本ずつもらえて、なっちゃん試飲でき

ます。チョコ１コ、おつまみ一袋付き。ウィスキーも試飲できます。ウィスキー博物館

もひまつぶしには良いです。  

２９． 2012.3．17・18 みなさんこんにちは！初めてここにとまりました＼>_<／ とても

キレイでいい所です！ 友達ともまったりできました！ お風呂も気持ちよかったです。

（＾ｕ＾） これからごはんを食べる所です(^o^) また来た時にはもっとあそびま～

す。 

３０． 2012.3．10 今日はサンメドウズスキー場に行ってきました！！ ベタ雪でつかれ

ちゃった。９才と１０才と３才のいとこ達はずっと雪遊び。とても楽しかったです。ぜ

ひぜひ☆いってみてくだされー。明日帰るヨ。スキーして。 

３１． 2012 ３/１１ 大成荘気持ちよかった。スキーのサンメドウズもすべりやすかった

ー。もう7回目。前とかわらなかったから、また来たいなぁー。 

３２． ３/２５～３/２６（日） 私は、大成荘に数えきれないぐらい、泊まりに来ていま

す。この間は学校（二小）できました。私は、たっきゅうとお風呂が好きです。毎回×

２朝ぶろと夕ぶろに入ります。とっても気持ちいおふろでした。 

３３． 2月18日（土） ２in１のスキーへ、5人で行ってきました！おお！けっこう雪降

っとるやん♡ キャピ(#^.^#) すっごくいっぱいすべりました。楽すぃ～♪  スキー
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たのしい☆ また来たいでス 

３４． 今日帰るなんて、なんかさびしいな。できれば、ずっとここでくらしたい！ 今日

の朝ごはんもサイコー。ゼッタイ、ゼッタイ また来ま～～す。 大成荘大好きっ子の

Ａ・Ｙでした。 

３５． Ｈ２４．３/１７（土） 今日は雨だったので、スキー場に行って、そりをする予定

を変えて「萌木の村」で、お昼を食べたよ。この頃は旭が丘小学校の合唱団の練習であ

まり来れなかったので、今日ここに来れてとってもうれしい。なんといっても、この大

成荘のみりょくは、ごはん！ 夜のごはんや、朝ごはん…。もう全てすき♡ １０回以

上来てるけど雨は久しぶり！（だと思う） どもっ。Ａ．Ｙでした～。 

３６． ２０１２ ５/３～５/４ 大成荘日記 ～作：小５Ｍ・Ｋ♪～  ５/３♪今日は東

京を１０時に出て、着いたのは３時！ わんこも一緒に来たけれど、同じホテルには泊

まれないのでペットホテルでお別れ(-_-;) 今回ここに来たのは初めて！ だったけど

…、すご～くきれいな所でびっくりした。 明日は清里の町で遊んだりする予定！ ち

ょ～楽しみ♪ おまけ：バドミントンと卓球も楽しかったです。  ５/４♪朝のバイ

キングサイコー！ ちょーおいしくて全部食べちゃいました♪（でも、太るかな～？

(>_<)） 清里の町ではどんなことをするのかな～？ わんことも今日会えるので楽し

みです！！ じゃあそういうことで、大成荘、バイバ～イ。 

３７． こんにちは、今日が１ぱく２日の旅行をしにきました。１ヶ月くらい前から大成荘

に行くことを楽しみにしていました。 大成荘のよい所…夜ごはんも朝ごはんもとって

もおいしい。ふとんがふわふわしていて気持ちいい、などなどで～す。 ありがとうご

ざいました。さようならバイバ～イ(^_^) 

３８． ５/１２～１３ 一泊 食事がとてもおいしくごちそうさまでした。よもぎまんじゅ

うとふきのとうの天ぷらは驚きでした。２度目の訪問でしたが、また来たいなと皆で話

になりました。スタッフの皆さまありがとうございました。 

３９． ２０１２ ５月４日 すごく楽しく食事もすごくおいしかったです。またあそびに

来たいです。ありがとうございました。 

４０． ５月３日 ど～も☼ 今日はあいにくの雨です…。楽しみにしていたマス釣りが中止

になりました…↘↘ ショック。でも！！ 明日行きます！！ がんばります！！（うち

ががんばってもいいｗｗｗ）まあ…マス釣りが中止になった後、少し晴れたのでショッ

ピングに行きました！！ そこで「モヤモヤさまーず」というテレビでやっていた、強
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力な磁石の楽器を買いました（バインバイン～♪）買った後、道の駅に行ってペンダン

トをつくりました！！（花の形の）そしてカレーを食べに萌木の村へＧＯ！！ カレー

おいしかった(^_^) 食べ終わったあと、ハプニングが！！ なんと私が「鳴らすと幸

せになるベル」を鳴らそうと思ったら…「ゴーン」と思いっきり頭をぶつけてしまいま

したＷＷＷ。 その後大成荘に行き、そく、バトミントンと卓球をしました！！頑張り

ましたよ～！！ 明日も楽しみです！！（でも、あと１週間後中間なんだよー(T_T) 

５月４日今日魚つり行けることになりました！！ １泊２日は短いです。もっといきた

かった～↘↘では！！バイバイです。 

４１． ～２０１２．５．１～ １泊２日しました。寺島夫婦です♡ 自然にかこまれてて、

ごはんもおいしかったです (ヽ^o^)丿 またこようかなあ～？ ありがとうございまし

た。みんなも満喫してくださいネ♡  

４２． ２０１２・５・３～２泊 家族９人でお世話になりました。何回かお世話になって

いますが、いつもお料理がとてもおいしく、職員の皆様も一生懸命で心よく対応してく

ださいました。ありがとうございました。 

４３． ２０１２・３・２７ 春休み～！ 楽しい春休み。私は、双子ちゃんとおじいちゃ

ん、おばあちゃん、お母さん二人と！ さいしょはさんぽしてささぶねをしたり、まつ

ぼっくり拾うと鹿に合った。楽しかった。 

４４． 久しぶりの大成荘。雨で残念でしたが、皆さんの温かい対応でうれしい思いでした。

食事も相変わらず美味しく満足出来ました。 

４５． ２０１２ ４月２３・２４日 友人との大成荘にお世話になり、大変楽しい旅行を

させて頂きました。お食事も大変お味がよく、おいしかったです。又、来させて頂きた

いと思いました。よろしくお願い致します。 

４６． ２０１２・５・３～５ 子供たちが小さかった頃からも含めると、ン十年のお付き

合い？です。日野山荘がなくなり、残念な思いをしています。それゆえ、ここ大成荘が

これからも私たちそして、子供たちにとっても大きな財産として引き継がれていくこと

を切に願っています。（これは特に市長さんへ）スタッフの皆さん…いつも真心のこも

った接し方…ありがとうございます。今後共、宜しくお願いします。同時にご発展お祈

り申し上げます。（佐藤 様） 

４７． ２０１２ ５・５～６ １泊２日♡ もう昔から来てて、ひさしぶりに来ました。

「ただいま～」と思った。３時３０分にここに来ました～たっきゅはまるよ～  
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４８． YAMANAKA YUUTA 食事がうまかった。朝食サイコー。風呂気持ちいい。１ぱく２か

だったけど、たのしかった。ここにあるじはんき安くておいしー。買った物エナジージ

ャム。たのしいねん。さいこうめん。みやげにキーホルダーを買った。たのしいねん。

サイコー。毎年きているから、またきたいヨ 

４９． ４/３０月 シャトレーゼみんなでいってきたよ。おいしかった。 

５０． ４/２８ 晴れ 毎年ＧＷに訪れ、今年で９回目。でも、年々街並みがさびしくなっ

た。 

５１． ２０１２年５月３日 今日はたのしかったです。 

５２． ５月１６日水よう ハイキングめちゃくちゃたのしいぜ！ アイスうまかった～ 

アイス甘かった。 ハイキングがとても楽しかった。カレーおいしかった！！やぎにふ

れあえたぜ！アイスおいしかったな。 

５３． ４/２９（日）晴れ オススメの所はせいせんりょうです！ソフトクリームがとって

もおいしいです。ぜひ行ってみて下さい。八ヶ岳は星がとてもきれいでした。北斗七星

or土星or冬の大三角形、金星などが大成荘のおくじょうからみれました。 

５４． ４月２９日 曇りっぽい 高校２年生男子です！卓球部です。 今日は朝からシン

グルの公式戦で、それに負けて終わってからここに来ました。１回戦３－０で勝利。２

回戦３－０で勝利。３回戦３－０で勝利。４回戦０－３で敗戦。４回戦の相手は強くて

有名な人。当たり悪いねー。千駄ヶ谷からトバして日野に帰ってきて、そっから車で大

成荘！ ご飯食べて、卓球しまくって、風呂入ってすぐ寝た。大成荘キレイですてきで

す☆ 来るたびにまた来たくなるところだなあ。 

５５． ４/２９（日） 高校２年生男子です。そして左ページの高二男子のはとこです。そ

してなぜか僕も卓球部に所属しております（笑） さて…何を話そうか。前のページに

卓球のことばかり書いてあるので、何か他のことを話そうと思います。 そういえば、

ここに来る途中でコンビニに寄って、何となくアイスのコーナーを見ていたら、なんと

「東京スカイツリーアイス」という商品が売っているじゃありませんか！！ しかし、

よく見てみると、まったく「スカイツリー」の形をしてないんですよねー。待てよ！！

よく見ると「スカイツリー」と「スイカバー」ってなんとなく似てませんか？！ すい

ません。あんまり似てませんでした。まあ買ってみるのもいいかもしれませんね。ちな

みに僕のマイブームはガリガリ君のイチゴサワーです。（知らねーよ！！）気が付いた

らアイスのことばかり話していました。すいません。ここに来るのは４回目になります。
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やっぱり好きですね、大成荘☆ 好きですよ、大成荘☆ また来ますよ、大成荘☆ 

５６． 今日は移動教室で大成荘にきた。ハイキングでつかれた。おばけでたよ～～。今日

は６人で八ヶ岳！（５年全員だけど、６人で２１３を）楽しいＺ！ 上のこといっしょ

にとまったよーん。夜こうふんし、みんなで   して、ねれなかった。なんだかんだ

いって、たのしかったで～す。また、みんなできたいな～。 

５７． 今日はとっーても～つかれた～よっ！でも…とお～ても楽しかった～。とっても思

い出に残ったよ！ 

５８． 今日の五七五．八ヶ岳楽しかったよ。 

５９． 前回大成荘にお邪魔した時は、２泊でしたが、２日目に妻の体調が悪くなり３日目

の朝に朝食を食べずに、そのまま日野市立病院に行きました。妊婦だった妻は切迫流産

でした。遺伝子の異常によるものでした。それからしばらく清里や大成荘の事は思い出

したくない様子でしたが、その後、女の子を産み娘２人の４人家族になり、また大成荘

行ってみようよ！となり、今回お世話になりました。その節には、大成荘のスタッフの

皆様に心配していただき、理由も話せず帰ってしまい、申し訳ありませんでした。今回

も大成荘のスタッフの皆様の変わらぬ気持ちの良いサービスに、あらためて健康で無事

に毎日をすごすことができていることに感謝しています。ありがとうございました。再

来年は八王子市に引越しになりますが、またお邪魔しに来ます。 

６０． 今日は楽しいやつがたけ♪ キャンプファイヤー、あー楽し♪ でも１日だけなん

だ。とっても大好きになったよ。自然ってすごいから、みんなも楽しんでね。 

６１． 今日は八ヶ岳楽しかったです。 はひふほ より 

６２． 大成荘のごはんはいつもおいしいのだ。たのしみ♪大成荘たのしかったです！また

あそびにきたいよおー！（滝合小学校 女子） 

６３． １泊だったので、１日があっというまにすぎてしまいました。大成荘のご飯はおい

しいです。でも、お部屋がきれいです。せんたっきも、むりょうで使えるなんて、すご

いです。またいつか来たいです。 

６４． ２０１２・２・１８～１９ 初めて来ました。１泊だったのであっという間でした。

もう１泊ぐらいしたいなー。お友達ファミリーと一緒でとても楽しかったです。また来

るぞー。ありがとうございました。（中島 様） 

６５． ５/９移動教室できました。アイスクリームを食べました！おいしかったで～す!今

日で帰るけど、また来たいと思ってます！（本日２回目） 
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６６． 2012 ３/１１ 大成荘きもちよかったしスキーのサンメドウズもすべりやすかった

ー。もう7回目前とかわからなかったからまたきたいなあー 

６７． 2012 ４・２９ 団体棟泊でしたが、今回はわりと静かでゆっくりねられました。

そうじき、そろそろ替えどきかな。あまり吸わない…。八ヶ岳自然文化園に行ってきま

した。ファミリーで楽しめる所です。。。おすすめ。（南平 Ｋ様） 

６８． 2012・５・４ 昨日来ました。ＰＭ２：００頃、八王子渋滞の中、無事に着きまし

た。朝方は雷と大雨で大変でしたが、ＡＭ９：００過ぎ（頃には）青空が出て良かった

です。楽しい3日間でした。また来たいです。ありがとうございました。 

６９． ５/１４ せいせんりょう、おいしかったソフトクリーム。すごく味がこく、のうこ

うですごくおいしかった。ハイキング下りと上りのはげしさが足にきて、こしや足がい

たくてつかれました。冷たかった川俣川。石にのってこけて、いやな思いをしたけれど、

おいしかったお弁当、かわいかったサンショウウオ。そんなことに力をもらい帰りは元

気いっぱいでした。 

７０． ２０１２．３．１１ とてもたのしかった。ホームシックになりそうだった。大震

災から1年という日に、こんなお泊りなんてー！と、思っていたけど楽しかった。また

これたら来たいなあと思う。 卓球、バトミントンすごく盛り上がってたのしかったよ

ー。9時から６：３０まで爆睡しました。また来れたら、じゃなくて絶対来るさー。 

７１． 大成荘楽しかったです！ ２０１２．４．２９ こんにちは！私は大成荘に泊まる

のが今回で2回目！４/２８に屋上で土星がてんたいぼうえんきょうで、見られて感ど

うてき～。さい後までいたので、月も金星も見られました。金星はかけて三日月みたい

な形をしていて、月にはあなぼつがあいてありました。私は今、日野市立日野第八小学

校にいます。学年は4年生です。 

７２． 七生緑小学校5年生 私ははっきりいって友だちかんけいとかむずかしいと思いま

す。しかもですね、一人の友だちが「？？？のとなりがいい」といってるのでうざいで

す。やだな～と思います。しかも左足がいたいので、ほんとウザイで～す。ま～しょう

がないですよね～。ウザイ人はウザイ人。 

７３． 日野市立七生緑小学校5年生で～す♡ 私は、移動教室で来ました！ 空気が良くて、

緑がすごくて、カンドーしました♡ごはんもおいしいです！！ カレーはしゅるいがあ

っておいしそう。あしたもたのしみのいどう教室！ 明日もがんばりた～い！ あと、

お風呂がキレイ♡ もっといたかった。 館内がキレイで、ビックリしました。１ぱく
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2日でしたが、とってもいい思い出ができました。ありがとうございました。 

７４． 東京都日野市日野第四小学校5年生 ５/１１ペンネームグリコ 昨日、大成荘のカ

レーはおいしかったです。大成荘に来て良かったです。 

７５． 平成24年 5月14日 今日のハイキング＝牧場の前でフンを見ました。そのフン

は、牛ので多くころがっていました。よるにカレーライスを食べて明日の朝にバイキン

グをするのでたのしみです。 

７６． 平成24年5月14日 今日ハイキングでうしをみていたら○○っこをしていて、し

たしゅんかん、モーとさけんでおしっこをしながら、りきんでいました。されと、あし

たのカレーバイキングがたのしみです。 

７７． 平成24年5月14日（月） さい近東京には東京スカイツリーや新しいデパートな

どができています。でもこの山梨県には東京の都心にない有名な山があります。なんと

いっても大きな富士山などがありますが、ぼくたちはこの八ヶ岳に来ています。そして

こんなに広くて、きれいな所に友だちと1泊するのは初めてで、来る前はすこししんぱ

いしていました。家とすこしかわった部屋で、かわった生活をするとなじみませんが、

かわったたのしみがあります。八ヶ岳では1日目、ハイキングできれいな川であそんだ

り、ぼく場の横を通りました。牛は近くから見るとすこしこわいです。たのしい１日で

した。そして、ぼくたちが泊まっている大成そうでは、もうすぐひなん訓練が始まりま

す。でも、その前にはんちょうかいぎからかえってきたはんちょうから、安全にあそぶ

ようにと言うことと、おてあらいのスリッパ、バラバラになります。どうかこれを見た

人今後きおつけてください。 入浴後 いや～～やっぱり入浴中に先生になってもふざ

ける人が多いね～。入る前にみんなで話した方がいいよ～。さいご、しっかりおけなど

をかたづけると先生にほめられてきもちい～～。大成荘サイコーーー。あのさーでたあ

とほかの部屋入ってあそぶの楽しいー。きもちー。あのさー、ぼうしをなくした人がい

たの。やっぱり１度はハプニングってあるよねー。 おれなんかりょこう中にズボンが

ぎゃくでさー。びっくりしたら、ぼうしをなくした人は、じぶんのバックにあってみつ

かったんだけどさー。やっぱりてつだってくれてありがとうって言ってくれたんだよね。

やっぱうれしいな。みんなは山を上ったことある。おれがリレー日記にさー、しかの死

体があったとかかいててさ、ビックリ。もういやだった。きみは野球をやっている。お

れはやってる。ぼくの学校ではほとんどサッカーなんだよね。でもぼくたち前のしあい

でかって、もうサイコー。じつは川俣川にサンショウウオがいて、さがしてみて。八ヶ
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岳サイコー。 

７８． 夕食うめー。いやー、ぼくはチキンカレーとハッシュドビーフを食ったんだけど、

少しのこしちゃった。はらいて～～。りょうはちょうせつした方がいい。ねた後、おれ

の家はベッドなんだけどさ、たまには。 

７９． ５月１４日・１５日 八ヶ岳いどうきょうしつでハイキングにいったとき、しかの

たべた木のかわが、たべたから木がはげていました。しかはいませんでした。やつがた

けも今日でおわり。今日はうしのたいけん。たのしそうだな～。アイスはおいしいな。

楽しかったよ、大成荘。 

８０． ５月１５日 大成荘のふとん、ご飯、どれもとてもよかった。ハイキングのと中に、

しかが木をかじったあとがあった。 アイスクリームとてもおいしかった。さすが日本

一。カレーが こうにおいしかった。ふとんでは、みんなでねて、とてもきもちよかっ

た。いいところだなーー。 

８１． ５/２（水）５人家族の長女 Ｆ．Ｍより  こんにちは(#^.^#) 今日はゴールデ

ンウィークという事で泊まりに来ました！ここ大成荘に泊まるのは何回目だろう？とい

うぐらい、お世話になっています！！ 大成荘は、いつきてもとてもきれいで快適で過

ごしやすいので大好きです！！浴場も湯加減よく、とてもリラックスできます！！ 私

が大成荘にきて、一番楽しみにしているのは「夕食」です！ その季節によって旬の食

材が使われた料理がでるので、いつもどんな料理がでてくるのかワクワクします

(#^.^#) そして、今日の夕食には旬の食材「筍」がたくさん使われた料理がでてきま

した！！ 筍が色々な料理になってでてきたので、あきずに美味しく食べれました！！ 

後、いちごとパイナップルをつつんだ「フルーツ大福」も、とても美味しかったで

す！！ 本当に大成荘にはいつもお世話になっています！！ また来ると思うので、そ

の時はよろしくお願いします。 

８２． ハロー。ぼくは５年ですよ～～！ ぼくはいどう教室できています。すごく大成荘

は楽しいですよ～。またきたいです。またきたいです。楽しかった～～。 

８３． ２０１２年５月６日 たっきゅうがうまくなれたのでうれしかったです。またきた

いです。もっと卓球上手になりたいです。 今回は初家族宿泊でした。卓球、燃えまし

たネ！！ 久々に楽しい家族時間がもてました。ふかふかのお布団うれしいですね。あ

りがとうございました。次回は、お友達と…。 
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８４． 

 

 


